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国土地理院の災害対応について 

  
１．はじめに 

 国土地理院は平成 13 年１月の中央省庁の改革に伴

い国土交通省の特別の機関となったが，同時に災害対

策基本法に基づく指定行政機関として指定された（平

成12年 12月 15日総理府告示第62号）．災害対策基本

法は災害を未然に防止し，災害が発生した場合におけ

る被害の拡大を防ぎ，災害の復旧を図ることを目的と

しており，指定行政機関は中央防災会議で策定した防

災基本計画に基づいて防災業務計画を策定し，計画に

基づいた具体的な対策要領を定めることとなっている． 

今回は国土地理院の防災業務計画の概要と，最近国

内で発生した３つの地震における災害対応の実際，平

成20年３月に新たに策定した業務継続計画（BCP）の

概要について紹介する．  
 

２．国土地理院の防災業務計画 

国土地理院では災害の防止・軽減に役立てるととも

に，総合的かつ計画的に防災対策の推進を図ることを

目的とした防災業務計画を平成13年１月に施行し，地

殻変動の監視や災害対策に必要な基礎資料となる地理

情報の整備，地震に関する調査研究を推進している． 

国土地理院の防災対応の基本となる防災業務計画は

全９章で構成されており，政府の防災基本計画に基づ

き，国土地理院が防災に関してとるべき措置や都道府

県の地域防災計画の作成の基準となるべき事項を定め

ている．本計画では，主に次の５項目により業務を遂

行することとしている． 

 

２．１ 災害予防  

災害が発生した場合の被害を最小限にするため，地

殻変動の観測をはじめとする国土監視を推進し，防災

に関する研究の推進，防災対策の質的・技術的向上を

図っている．また，地形，土地条件などの防災に関す

る地理情報の整備を図るとともに，関係機関や国民に

これらの情報を提供している（図－１）． 

 

２．２ 災害応急対策  

災害が発生した場合，または災害が発生するおそれ

がある場合は，地理情報として災害対策用の地図や関

係機関・マスコミ等の災害情報をもとに緊急編集した

災害概況図，空中写真等を提供している．また，地殻

変動の観測を強化するとともに，航空機，人工衛星，

現地緊急測量調査などによって現況情報を収集し，関

係機関や国民に防災関連情報として提供している（図

－２）．  

特に災害対策用図については，電子国土Webシステ

ムを利用して開発した災害対策用図作成システムツー

ル（１時間マップ）を用いることで，地震発生時には

官邸や内閣府，国土交通省等の防災関係機関に迅速に

提供することとしている（図－３）． 

図－１ 災害予防 図－２ 応急対策 

■■災害応急災害応急対策対策

災害状況の把握

空中写真の撮影や人工衛星で取得したデー

タなどから，被害状況を広域的に把握します．

大規模地震の評価
電子基準点（GPS)の連続観測データなどの解析
結果は，地震による発生メカニズムの解明や地震
学の発展に役立つとともに，地震防災施策の向
上に貢献しています．

空中写真（荒砥沢ダム上流）空中写真（荒砥沢ダム上流）

人工衛星データによる地殻変動人工衛星データによる地殻変動

地理情報の提供
被災状況の把握や被災地での活動を支援するため，災害対策用の地図
や空中写真などの地理情報を提供します．

災害発生前の地図との
比較により災害状況が
明らかに！

■■災害予防災害予防

精密な３Ｄ電子基盤情報

都市型水害・高潮などの被害が懸念される
主な都市域について，航空レーザ測量技術
により高精度・高密度な標高データを取得
し，提供しています．

地殻変動の監視

全国の電子基準点の観測データは，つくば
市に集められ，解析処理を行い，地殻変動
を監視しています．
地殻変動の監視には，傾斜計や歪計なども
使われています．

土地の性質を知る

1:25,000土地条件図

1:25,000都市圏活断層図

土地の成り立ちや土地に残された自然の痕
跡を調べることで，土地の自然の性質が分
かり，災害が発生した場合の危険度を推測
することができます．

地震メカニズムの解明

日本海溝，千島海溝や南海トラフなどで，過
去に巨大地震が発生しています．近年，電
子基準点網の整備に伴い，陸側と海側のプ
レートの境界部で地震を伴わないゆっくりと
したすべりのある領域や固着している領域
（アスペリティ）の存在がわかってきました．
このアスペリティの分布は，地震の大きさや
強さを知る上で，とても重要です．

想定震源域

プレート境界の様子（概念図）電子基準点の観測結果から解析した
ゆっくりとしたプレート間のすべり

ゆっくりと
滑っている
部分

プレートとプレートが固
着している部分

： H17.9.4集中豪雨の浸水範囲
（国土地理院現地調査結果と杉並
区，中野区の調査結果から作成）
を重ねて図示しました．浸水した
地域は台地を削って出来た谷の部
分であることがわかります．

一等三角点 25km間隔 972点
二等三角点 8km間隔 5,061点
三等三角点 4km間隔 32,451点
四等三角点 1.5km間隔 68,737点

基準水準点 86点
一等水準点 14,740点
二等水準点 4,043点

電子基準点

傾斜計
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２．３ 災害復旧・復興支援と情報共有 

災害が発生した場合，被災地域の災害復旧・復興の

基本的方向の早急な決定と被災施設の本格的な復旧の

ため，基準点の復旧測量，地形図の修正測量などの早

期実施に努めるとともに，得られた成果を関係機関や

国民に提供している．また，災害予防や災害応急対策，

災害復旧・復興のために必要な防災関連情報について，

関係機関や国民に提供し，情報の共有化を推進してい

る（図－４）．  

 

２．４ 業務継続計画（BCP） 

最近では自然災害など予期せぬ事態が発生し，自ら

が被災した場合でも業務を継続できるようにするため

の計画の策定が進んでいる．国土交通省では「国土交

通省安全・安心のためのソフト対策推進大綱（H18.6）」

で先進的に挑戦する取組の一つとして事業継続計画が

あげられている．また，内閣府（防災担当）は，中央

省庁が業務継続計画を策定する作業を支援するため，

平成19年６月に「中央省庁業務継続ガイドライン」を

策定した． 

これらの動向を踏まえて，国土地理院では発災時に

機能が停止または低下した場合においても，防災対策

業務やその他の重要業務を継続するための取組として，

政府の中央防災会議首都直下地震対策専門調査会で報

告のあったプレート境界型の茨城県南部の地震（M7.3）

を想定した業務継続計画（BCP）を平成20年３月に策

定した．計画の詳細については７．で後述する． 

 

３．災害対応の実際 

 国土地理院が指定行政機関となって８年と４ヶ月が

経過しているが，現在までに災害対策本部及び対策会

議を設置した災害は29回に及ぶ．災害種別にみると，

地震21，火山噴火２，風水害５，雪害１回である．こ

のうち，平成17年４月までの状況は第34回国土地理

院技術研究発表会（http:// www.gsi. go.jp/common/ 

000042195.pdf）で報告されているため，ここでは平成

17 年４月以降の４年間の対策本部会議等の設置状況

について表－１に示す．近年では地震による災害が多

いことが特徴である． 

これらの災害のうち，最近国内で発生した３つの地

震災害の対応について次章以降で紹介する． 

 

 
 

表－１ 災害対策本部会議等の設置状況（平成17年４

月から平成21年４月まで） 

災　害　名 本部又は対策会議設置日 種　類 廃　止　日 備　考

1
千葉県北東部を震源とす
る地震

平成17年4月11日
（7:30)

対策会議 平成17年6月20日
4月11日7:30震度５
強

2
千葉県北西部を震源とす
る地震

平成17年7月23日
（17:30)

本　部
平成17年7月24日
(12:00)

7月23日16:35震度５強

3
宮城県沖を震源とする地
震

平成17年8月16日
（11:46)

本　部
平成17年8月22日
(17:00)

8月16日11:46震度６弱

4 新潟県中越地方を震源と
する地震

平成17年8月21日
（11:40)

対策会議
平成17年8月22日
(10:30)

8月21日11:29震度５強

5 台風１４号と前線豪雨
平成17年9月6日
（12:00)

対策会議
平成17年9月20日
(11:45)

6 平成１８年豪雪
平成18年1月10日
（15:00)

対策会議
平成18年4月14日
(15:00)

7 平成１８年７月豪雨
平成18年7月19日
（6:00)

対策会議
平成18年8月9日
(9:30)

8 台風１３号
平成18年9月17日
（16:45)

対策会議
平成18年9月22日
(12:00)

9 北海道における突風災害
平成18年11月7日
（14:30)

対策会議
平成18年11月9日
（18:00)

10
平成19 年（2007 年）能登
半島地震

平成19年3月25日
（9:57)

本部
平成19年4月6日
（8:30)

3月25日6:42震度６
強

11
三重県中部を震源とする
地震

平成19年4月15日
（12:32)

対策会議
平成19年4月16日
（16:30)

3月25日6:42震度5強

12
台風4号及び梅雨前線に
よる大雨

平成19年7月14日
（22:30)

対策会議
平成19年８月２日
（8:30)

13 平成19 年（2007 年）新潟県中越沖地震
平成19年7月16日
（10:18)

本部
平成19年8月10日
（17:00)

7月16日10:13震度6
強

14 神奈川県西部を震源とする地震
平成19年10月1日
（2:39)

対策会議
平成19年10月1日
（9:30)

10月1日2:21震度5強

15 平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震
平成20年6月14日
（8:47)

本部
平成20年7月23日
（9:00)

6月14日8:43震度６
強

16 岩手県沿岸北部を震源とする地震
平成20年7月24日
（0:29)

本部
平成20年8月1日
（18:30)

7月24日0:26震度６
強

17 浅間山・桜島火山活動
平成21年2月2日
（11:03)

対策会議
平成21年2月2日
（17:00)

桜島2/1，浅間山2/2に噴火
警戒レベル2→3のため設置

                                    ※指定行政機関の指定後～平成17年３月までは本部７回、対策会議５回の計１２回

図－３ 災害対策用図作成システム「１時間マッ

プ」による地理情報の提供 

図－４ 復旧・復興支援と情報共有 

■■復旧・復興支援復旧・復興支援，，情報共有情報共有

災害復旧のための基準点整備 災害復旧のための地図整備
災害復旧工事が順調に実施できるよう三角点
や水準点を復旧するための測量を行います．

電子国土などのＧＩＳを活用し，インターネットを利

用した災害情報の共有化を推進します．

電子国土による災害情報の共有

新潟県中越地震では，被災地の要請に応
え，災害の復旧・復興に必要な地図などを
作成して提供しました．

災害情報集約マップ

地震による測量成果停止範囲地震による測量成果停止範囲

その他情報も重
ね合わせ

国土地理院ホームページアドレス
http://www.gsi.go.jp/
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４．平成19年（2007年）能登半島地震 

４．１ 能登半島地震の概要 

 平成19年３月25日９時41分に，石川県能登半島沖

（北緯 37 度 13 分，東経 136 度 41 分，震源の深さ約

11km）でマグニチュード6.9の地震が発生した．この

地震で石川県七尾市，輪島市，穴水町で震度６強，鹿

町，中能登町，能都町で震度６弱を記録し，北陸地方

を中心に強い揺れを観測した． 

この地震により，震源に近い輪島市を中心として死

者１名，負傷者356名，住宅全壊686棟など大きな被

害が発生した． 

 

４．２ 国土地理院の対応 

能登半島地震発生後，国土地理院では直ちに災害対

策本部（本部長：国土地理院長）および地方災害対策

本部（関東地方測量部，北陸地方測量部）を設置し，

地殻変動の解析，基準点成果の改定，緊急現地調査，

空中写真の撮影，地形図等地理情報の提供等の取り組

みを行った． 

地震発生直後には電子基準点の観測データの緊急解

析を実施し，震源断層モデルの推定を行い，25日の17

時には地殻変動の様相を公表した．また，陸域観測技

術衛星「だいち」の合成開口レーダー（PALSAR）デー

タを用いた干渉解析結果から，震源域周辺の陸域にお

ける地殻変動分布を詳細に把握した（図－５）． 

また，地震発生の翌日には被害状況把握のため縮尺

1/10,000の空中写真撮影を行い，空中写真の公表を行

うとともに，被害の大きかった地区において縮尺

1/2,500の正射写真図を作成し，関係機関に提供した． 

 なお，空中写真画像や正射写真図については,現地調

査結果や空中写真判読によって作成した災害状況図，

SAR 干渉画像とともに，国土地理院の防災関連ホーム

ページ（http://www.gsi.go.jp/bousai.html）において電

子国土を利用して公表した（図－６）． 

 
５．平成19年（2007年）新潟県中越沖地震 

５．１ 新潟県中越沖地震の概要 

平成19年７月16日 10時 13分に，新潟県上中越沖

（北緯 37 度 33 分，東経 138 度 36 分，震源の深さ約

17km）でマグニチュード6.8の地震が発生した．この

地震で，新潟県長岡市，柏崎市，刈羽村，長野県飯綱

町で震度６強，新潟県上越市，小千谷市，出雲崎町で

震度６弱を記録したほか，北陸地方を中心に強い揺れ

を観測した．また同日15時 37分に再び震度６弱の余

震を観測した． 

この地震により，震源に近い柏崎市を中心に死者15

名，負傷者2,346名，住宅全壊1,331棟など大きな被

害が発生した．  

 

５．２ 国土地理院の災害対応 

新潟県中越沖地震発生後，国土地理院では直ちに災

害対策本部および地方災害対策本部（関東地方測量部，

北陸地方測量部）を設置し，地殻変動の解析，基準点

成果の改定，緊急現地調査，空中写真の撮影，地形図

等地理情報の提供等の取り組みを行った． 

地震発生直後に現地派遣の検討を開始し，７月 16

日から19日まで被害状況調査，７月16日から18日ま

で電子基準点調査，７月18日から８月10日まで水準

測量，７月25日から27日まで建物倒壊集中地域の地

盤条件調査および地形変形調査，７月25日から８月１

図－５ 「だいち」合成開口レーダーによる地殻変動

分布図（能登半島地震） 
図－６ 電子国土による災害状況図（能登半島地震） 
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日まで三角点調査に職員を派遣した． 

地震発生直後に電子基準点の観測データの緊急解析

を行い，16日 18時 30分に地殻変動情報(第一報)を公

表した．これ以降も現地緊急測量調査による電子基準

点の地震動による傾斜の補正，水準測量結果および「だ

いち」の合成開口レーダー（PALSAR）データによる干

渉解析により，より正確な地殻変動情報の提供を順次

行った（図－７）．震源断層モデルの推定については，

震源地が海中であったことから公表に多少時間を要し

た(７月26日公表)． 

空中写真の撮影については準備をしていたものの天

候が悪く，地震発生から３日後の19日に撮影を開始し，

空中写真の公表を行うとともに，被害の大きかった柏

崎市内の縮尺1/3,500 の正射写真図を作成し，関係機

関に提供を行った． 

なお，空中写真画像や正射写真図については，現地

調査結果や空中写真判読によって作成した災害状況図，

SAR 干渉画像とともに国土地理院の防災関連ホームペ

ージに公表した（図－８）．  

 
６．平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震 

６．１ 岩手・宮城内陸地震の概要と国土地理院の対

応 

平成20年６月14日８時43分頃，岩手県内陸部（北

緯39度 2分，東経140度 53分，震源の深さ約８km）

にてマグニチュード7.2の地震が発生し，宮城県栗原

市及び岩手県奥州市において震度６強を記録したほか，

東北地方を中心に広範囲にわたり強い揺れを観測した． 

この地震で死者13名，行方不明者10名，負傷者451

名の大きな被害が発生した．また，栗駒山周辺におい

て，大規模地すべりやがけ崩れ，河道閉塞などの大規

模な土砂災害が発生した． 

 国土地理院では，この地震の発生後直ちに災害対策

本部および地方災害対策本部（関東地方測量部，東北

地方測量部）を設置して災害対応として次の取り組み

を行った．  

 

６．２ 被害状況調査 

地震発生翌日から職員を現地に派遣し，電子基準点

を含む被害状況の調査，空中写真撮影を実施した．ま

た，地震により電気の供給，通信が停止した震源近傍

の電子基準点「栗駒２」について，REGMOS（GPS 火山

変動リモート観測装置）を利用した復旧を行い，電気

の復旧を待たず観測とデータ通信を可能にした. 

 

６．３ 地形図等の地理情報の提供 

地震発生後，１時間以内に関係機関へ小縮尺の地図

画像を電子メールで提供したのをはじめ，当日中に被

災地域周辺地形図を関係機関へ搬送するとともに，災

害対策用図の作製・印刷を完了し，翌日早朝には政府

現地連絡対策室を含む被災地自治体等の現地機関へ搬

送を行った． 

空中写真撮影については，地震発生当日に待機して

いたものの天候が悪く撮影を中止したが，翌15日から

撮影を開始した．16日には空中写真の公表を順次行う

とともに，現地調査結果や撮影した空中写真判読によ

り作製・印刷した災害状況図及び被害の大きかった駒

の湯温泉地域（縮尺1/8,000），一迫川上流地域（縮尺

1/7,000），荒砥沢ダム上流地域（縮尺 1/7,000）の正

射写真図を作製・印刷し，関係機関に提供した．  

空中写真画像や正射写真図については，現地調査結

果や空中写真判読によって作成した災害状況図を国土

地理院の防災関連ホームページに公表した（図－９）． 

 

６．４ 地殻変動の把握 

地震発生直後に電子基準点観測データの緊急解析を

行い，14日の16時 30分に地殻変動情報（第一報）を

公表した．これ以降も現地緊急測量調査班による水準

測量及びGPS測量の結果，陸域観測技術衛星「だいち」

図－７ 「だいち」合成開口レーダーによる地殻変動

分布図（新潟県中越沖地震） 

図－８ 電子国土による災害状況図（新潟県中越沖地

震） 
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の合成開口レーダー（PALSAR）データによる干渉 SAR

解析により，震源域の面的な地殻変動情報の提供を順

次行った（図－10）．これらの地殻変動に関する観測・

解析結果は速やかにホームページ上にて公開するとと

もに，地震調査委員会や地震予知連絡会において報告

した． 

 また，地殻変動の大きかった地域の三角点，電子基

準点等の測量成果は６月19日に公表を停止し，高度地

域基準点測量をはじめとした各種測量等を行い，平成

21 年３月２日に成果の公表を停止していた基準点の

うち，三角点（一部の地域を除く）の成果を改定し公

表した． 

 
６．５ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE） 

 国土交通省は，大規模自然災害が発生し又は発生す

るおそれがある場合において，被災地方公共団体など

が行う災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ

迅速に実施することを目的として，平成20年４月に緊

急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を創設した． 

国土地理院においても，緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE）の設置するため防災業務計画を修正し，

平成20年６月14日に発生した岩手・宮城内陸地震か

ら対応にあたった．派遣隊の組織は以下のとおりであ

る． 

・被害状況調査班 

 現地調査，現地緊急測量，航空機による空中写真の

撮影などによる被害状況の調査を行う． 

・地理情報支援班 

 災害対策用図や空中写真等の地理情報を提供する． 

 
７．国土地理院業務継続計画（BCP） 
業務継続計画とは民間企業では事業継続計画（BCP：

Business Continuity Plan）と呼ばれ，不測の事態な

どによる被害を受けても業務が中断せず，また，中断

した場合でも可能な限り短時間で回復するよう準備や

対応方法等を定めたものである．  

従来から行われてきた防災対策は，人命の安全や建

物等の資産の保全を目的としており，組織ごとに減

災・復旧対策を行うのが主である．これに対して，BCP

は自然災害など予期せぬ事態が発生し，自らが被災し

たときでも，業務を継続できるようにするための計画

である．優先業務の継続そのものを目的としており，

被災時の事業や業務の継続が新たな顧客獲得にもつな

がり得る戦略的な取組として，優先業務の特定，業務

復旧の目標とする時間とレベルの設定，業務の継続に

必要な要素の保全を図るものである． 

国土地理院では，平成20年３月にプレート境界茨城

県南部地震（Ｍ7.3）が発生した場合を想定した国土地

理院業務継続計画を策定した．想定災害は中央防災会

議で想定されているプレート境界茨城県南部地震

図－９ 電子国土による災害状況図（岩手・宮城内陸地

震） 

Analysis by GSI from ALOS raw data (c)JAXA,METI

高精度地盤変動測量

－衛星を利用した干渉ＳＡＲ －

北行軌道北行軌道

2008年岩手・宮城内陸地震

©JAXA©JAXA

陸域観測技術衛星
「だいち（ALOS）」

南行軌道南行軌道

図－10 「だいち」合成開口レーダーによる地殻変動

分布図（岩手・宮城内陸地震） 

図－11 国土地理院の業務継続計画の背景・位置づ

けと想定被害 

①① 鉄道は３日間途絶鉄道は３日間途絶し，以降30日で徐々に復旧

⇒⇒発災後は徒歩で参集徒歩で参集．

②② 本館及び共用棟本館及び共用棟は半壊．宇宙測地館宇宙測地館は耐震性能を確保
しているため大きな被害なし大きな被害なし

⇒⇒重要業務は宇宙測地館宇宙測地館で実施．

③③ 一般電話は輻輳時の通信規制一般電話は輻輳時の通信規制により55日程度日程度はつながり

にくい．携帯メール携帯メールはは遅れはあるが使用可使用可

⇒⇒通信手段は災害時優先電話，専用情報通信災害時優先電話，専用情報通信と携帯メール携帯メール

のみ

④④ 電気２日，水道電気２日，水道1515日の停止日の停止

⇒⇒非常用発電非常用発電，貯水タンク貯水タンク等による利用に限定

○ 背景と位置づけ

○ 想定被害と業務継続への影響

国土交通省業務継続計画
・防災業務計画を補完

・首都直下地震等を想定

・施設等機関及び地方支分部局におい

ても業務継続計画を策定する

首都直下地震対策大綱 （H17.9）
首都中枢機関は，発災時の機能継続性を確
保するため，事業継続計画を策定する

・首都直下地震応急対策活動要領
・中央省庁業務継続ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（内閣府）

中央防災会議

国土交通省安全・安心のためのソフト
対策推進大綱 （H18.6）
先進的に挑戦する取組の一つとして「事
業継続計画への取組」を打ち出す

国土交通省の取り組み

茨城県南部地震（プレート境界茨城県南部地震（M7.3） ：中央防災会議報告）を想定

被害想定

国土地理院業務継続計画国土地理院業務継続計画
・防災業務計画を補完

・茨城県南部地震を想定

国土地理院の取り組み

プレート境界茨城県南部地震（Ｍ7.3）による震度分布図
（平成１７年７月中央防災会議報告

「首都直下地震対策専門調査会報告」）
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（M7.3，茨城県南部の最大震度６強）として，その被

害想定は中央防災会議の想定（H17.7）を基本として想

定被害と業務継続への影響を設定した（図－11）． 

そのうえで，茨城県南部地震発生時に国土地理院が

果たすべき応急対策業務（図－12）と，国民の生命・

安全の維持，国民の権利や財産の保全等のために継続

することが必要な一般継続重要業務（図－13）を想定

した．これらの業務継続のため，執務体制や執務環境

の確保，日常からの訓練や教育を実施し，PDCAサイク

ルによるスパイラルアップに努め，業務継続力の向上

を図るような体制を継続しているところである． 

 

８．おわりに 

平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震において

は，これまでの災害対応の経験が生かされ，被災地の

自治体を含む多くの防災関係機関に対して迅速な地理

情報の提供を行うことができた．平成22年度からは新

しい防災・測量用飛行機（くにかぜⅢ）の導入が予定

されており，今後はより効果的な災害対応を行うこと

ができると考えられる．そのためには，通常業務や防

災訓練のなかでの研鑽を積み重ねて万全な災害対応が

できる体制整備を進めるとともに，災害時に活用可能

な技術開発や調査研究を進めることが求められる． 
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図－13 国土地理院の一般継続重要業務 
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図－12 国土地理院の応急対策業務 
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